
　鳥取県西部地震が発生する１１年前の平成元年１０月２７日にマグニチュード５．３の地震が日野町の地下で発生し、以後マ
グニチュード５クラスの中地震が群発した。これが鳥取県西部地震の始まりだった。

  そして、平成１２年１０月６日午後１時３０分、鳥取県西部の西伯郡西伯町～日野郡溝口町付近を震源とする鳥取県西部地震
( マグニチュード７．３）が発生し、鳥取県境港市、日野町で震度６強、西伯町、会見町、岸本町、日吉津村、淀江町、溝口
町で震度６弱を観測するなど、中国、四国、近畿地方を中心に関東地方から九州地方にかけての広い範囲で震度６強～１を
観測した。
  この地震では幸いにも亡くなった人はなかったが、鳥取県内で重傷３１人、軽傷１１０人、住家全壊３９４棟、住家半壊２，４９４
棟、斜面崩壊・落石などによる道路・鉄道の不通箇所を多く出した。また、ライフラインの被害も１万５千件にも達し、沿岸
地域での液状化現象による港湾の破損は、地場産業に大きな打撃を与えた。平成７年に発生した兵庫県南部地震（マグニ
チュード７．３）による阪神 ･淡路大震災とは地震の規模が同程度でありながら、被害は際立った違いを示した。
　なお、県内でマグニチュード７以上の地震が発生したのは、昭和１８年鳥取地震（マグニチュード７．２）以来のことであった。
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Chapter２　震災の記録

震災誌平成１２年鳥取県西部地震

地震の概要

（１）地震の発生時刻
　　平成１２年１０月６日（金）１３時３０分１７．９秒

（２）震源地
　　鳥取県西部（北緯３５度１６．４５分、東経１３３度２０．９４分）

（３）震源の深さ　　９ｋｍ

（４）地震の規模　　マグニチュード７．３

（５）各都府県の最大震度
最大震度 都道府県数・内訳
震度７ － －

震度６強 １ 鳥取県
震度６弱 － －
震度５強 ３ 島根県 岡山県 香川県
震度５弱 ３ 兵庫県 広島県 徳島県

震度４ ８
岐阜県 滋賀県 京都府 大阪府 愛媛県
高知県 山口県 大分県

震度３ ９
福井県 長野県 愛知県 三重県 奈良県
和歌山県 福岡県 熊本県 鹿児島県

震度２ ９
埼玉県 神奈川県 富山県 石川県 山梨県
静岡県 佐賀県 長崎県 宮崎県

震度１ ５ 茨城県 群馬県 千葉県 東京都 新潟県
計 ３８ １都２府３５県

（６）県内市町村の最大震度
最大震度 市町村数・内訳
震度７ － －

震度６強 ２ 境港市 日野町

震度６弱 ８
西伯町 会見町 岸本町 日吉津村 淀江町
日南町 江府町 溝口町

震度５強 １ 米子市

震度５弱 ９
東郷町 関金町 北条町 大栄町 東伯町
赤碕町 大山町 名和町 中山町

震度４ １４
鳥取市 国府町 岩美町 福部村 郡家町
船岡町 河原町 用瀬町 智頭町 気高町
鹿野町 青谷町 羽合町 三朝町

震度３ ４ 倉吉市 八東町 佐治村 泊村
震度２ － －
震度１ － －

　※　若桜町は機器計測中であったため未計測

兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）との比較
区分 鳥取県西部地震 兵庫県南部地震

地震
規模 Ｍ７．３ Ｍ７．３

震源の深さ ９㎞ １６㎞
最大震度 震度６強 震度７

人的被害

死者 ０人 ６，４３４人
行方不明者 ０人 ３人

重傷者 ３９人 １０，６８３人
軽傷者 １４３人 ３３，１０９人

住家被害
全壊 ４３５棟 １０４，９０６棟
半壊 ３，１０１棟 １４４，２７４棟

一部破損 １８，５４４棟 ３９０，５０６棟
水道断水 ６，８０１戸 約１３０万戸

停電 １７，４０３戸 約２６０万戸
電話不通 １３６回線 ３０万回線超

火災 発生件数 ０件 ２９３件
全焼棟数 ０棟 ７，０３６棟

（７）主な余震
（平成１２年１２月３１日までに観測された最大震度４以上のもの）

地震の発生日時と規模
（マグニチュード）

震度４以上を観測した市町村

発生日時 規模 震度５弱 震度４

１０月６日

１４：３６ ４．４ 日野町
１４：５２ ４．５ 会見町
１６：２１ ４．１ 会見町 西伯町
２２：５６ ４．２ 日野町

１０月７日
０４：５９ ４．７ 日野町 溝口町
０８：１７ ３．８ 米子市
１２：０３ ４．３ 会見町

１０月８日
２０：４９ ４．３ 会見町

２０：５１ ５．２ 西伯町
米子市 淀江町 境港市
日吉津村 岸本町

１０月１０日 ２１：５７ ４．４ 米子市 境港市 西伯町
１０月１７日 ２２：１６ ４．５ 日野町
１１月３日 １６：３３ ４．６ 境港市 西伯町
１２月７日 ２３：０９ ４．３ 境港市 日吉津村 会見町

１２月１９日 ０６：１８ ４．０ 米子市 境港市 日吉津村

※　被害は全国集計値
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The Western Tottori prefecture earthquake in 2000

「平成 12 年（2000 年）鳥取県西部地震」震度分布図

県内各市町村の震度分布図

地震の命名

報  道  発  表  資  料
平成１２年１０月６日
気　　　象　　　庁

   　 平成１２年１０月６日１３時３０分ころ発生した鳥取県西部の地震の命名について

　気象庁は、平成１２年１０月６日１３時３０分ころ発生した鳥取県西部の地震について、「平成１２年（２０００年）
鳥取県西部地震」と命名しました。
　また、英語名称は「The Western Tottori prefecture earthquake in 2000」と命名しました。
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